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の魅力の向上） 
 

〔単位：千円〕 

３ 環境にやさしい循環型社会，暮らしに息づく文化芸術 

など，京都ならではの地域の魅力の向上 

３０項目 1,842,500 
 

＜環境政策局＞ 

①次世代環境配慮型住宅エネルギーネットワーク実証事業       5,000 

太陽電池，燃料電池，蓄電池及びこれらを制御するＨＥＭＳ（住宅エネルギー管理

システム）を備えた次世代環境配慮型住宅「京
みやこ

スマートハウス（仮称）」の複数設置

と，独立した電力ネットワーク形成の下での居住実証実験を，産学公の連携により実

施する。 

２４年度は，実施主体となる協議会の設立及び事業実施計画の策定を行い，さらに，

２５年度早期からの実証実験を開始できるように取り組む。 

                  〔環境政策局 地球温暖化対策室 TEL 222-4555〕 

②市民協働発電制度の創設                     5,800 

太陽光発電システムの更なる拡大を図るため，誰もが再生可能エネルギーの普及に

関わることができる「市民協働発電制度」を創設する。 

２４年度は，協議会を設立し，「再生可能エネルギー固定価格買取制度（２４年７

月開始）」を踏まえながら，京都ならではの制度設計を進める。 

                  〔環境政策局 地球温暖化対策室 TEL 222-4555〕 

③生物多様性地域戦略策定事業                       9,100 

多様な生物を保全し，自然と共生する社会の実現を目指し，生物多様性の保全・持

続可能な有効利用のための行動計画である「生物多様性地域戦略」の策定に向け，必

要な調査・検討等を行う。 

生物多様性保全 全体事業費 １０百万円 

 局配分枠          １百万円（身近な自然度調査） 

 政策的新規・充実事業予算枠 ９百万円（生物多様性地域戦略策定事業） 

                       〔環境政策局 環境管理課 TEL 213-0930〕 
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〔単位：千円〕 

【局配分枠等における主な新規・充実事業（環境政策局）】 

［新規事業］ 

◇紙ごみリサイクル推進事業                   10,300 

［充実事業］  

◇太陽エネルギー利用促進事業   全体事業費  195,900（うち充実分 14,400） 

◇中小事業者省エネ・節電総合サポート事業 

○○○○○○○○○○○○○○○      全体事業費  X27,126（うち充実分 X3,000） 

 

＜都市計画局＞ 

④北区中川地域の景観形成                        1,400 

山林地域の急峻な地形において「北山磨丸太」を生産する杉林と集落等の地域独特

の景観を有する北区中川地域の景観を保全するため，地域住民との連携を図りながら，

景観計画の策定，景観計画区域の指定等を行い，当該地域の良好な景観を維持してい

く。 

２４年度は，２５年度の景観法に基づく景観計画の策定及び景観計画区域の指定に

向けて，素案を取りまとめる。 

 〔都市計画局 景観政策課 TEL 222-3397〕 

⑤古都三山保全・再生事業                       14,600 

「小倉山歴史的風土特別保存地区」内の本市所有地において，京都市三山森林景観

保全・再生ガイドラインに基づく森林景観の再生や，良好な森林環境の維持に向けた

作業路の整備などを進めていく。 

２４年度は，事業地の抽出，全体計画の策定及び測量・実施設計を行う。 

また，本市が所有している急な斜面地において，傾斜度や地質等を調査する。 

〔都市計画局 風致保全課 TEL 222-3475〕 
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〔単位：千円〕 

⑥平成の京町家普及・促進事業                      15,000 

伝統的な京町家の知恵と現代的な技術を融合した京都型の環境配慮住宅である「平

成の京町家」を広く普及させるため，２４年度に開設予定の平成の京町家モデル住宅

展示場の中に，平成の京町家普及センターを設置する。 

２４年秋頃   モデル住宅展示場の開設 

２４年度中  普及センターの設置 

 〔都市計画局 住宅政策課 TEL 222-3666〕 

⑦新たな崇仁地域のまちづくり   25,200 

「はばたけ未来へ！ 京プラン（京都市基本計画）」において位置付けられた「個性

豊かで魅力的なまちづくり」の実現に向けて，以下の事業を実施する。 

◆ 崇仁塩小路高倉新３棟（仮称）建設［実施設計等］      12,200 

従前居住者のための改良住宅建設に向けた実施設計等を行う。 

◆崇仁北部区画整理                     13,000 

住宅地区改良事業の早期完了を目指し，土地区画整理事業との合併施行を行う。 

２４年度は，崇仁北部第二地区区画整理事業計画策定のため，用地測量等を実施す

る。 

〔都市計画局 すまいまちづくり課 TEL 222-3635〕 

 

【局配分枠における主な新規・充実事業（都市計画局）】 

［新規事業］ 

◇環境配慮建築物の普及啓発                     1,100 

［充実事業］ 

 ◇平成の京町家普及・促進事業    全体事業費  37,300（うち充実分 3,300） 

（政策的新規・充実事業予算枠15,000 局配分枠7,300 投資枠15,000） 

◇美観地区等規制指導事務      全体事業費  21,715（うち充実分 5,000） 

◇屋外広告物等の違反指導等事業  全体事業費  22,600（うち充実分 3,200） 

◇景観形成推進事業         全体事業費   9,500（うち充実分 7,500） 
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〔単位：千円〕 

＜建設局＞ 

⑧烏丸通・緑の道路環境整備事業                      54,400 

京都市中心を南北に通じるメインストリートである烏丸通において，中央分離帯へ

の街路樹整備による緑の道路環境の創出と自転車通行環境の改善を図る。 

２４年度は，丸太町通から御池通の区間において実施する。 

全体事業費  ６２百万円（うち政策的新規・充実事業予算枠 ５４百万円） 

                      〔建設局 建設企画課 TEL 222-3551〕 

                       〔建設局 道路環境整備課 TEL 222-3570〕 

                           〔建設局 緑政課 TEL 222-3589〕 

⑨ＬＥＤ道路照明灯の設置                        37,300 

約８０，０００基の道路照明灯のうち，約６６，０００基が蛍光灯であるが，将来

的な維持管理費を縮減するとともに，更なる節電・長寿命化・低炭素化を進めていく

ため，新規設置分についてＬＥＤ（発光ダイオード）道路照明灯を導入していく。 

                      〔建設局 調整管理課 TEL 222-3568〕 

⑩高瀬川再生プロジェクト                        53,000 

近年，水量の減少傾向が見られる高瀬川について，漏水防止及び護岸の崩壊防止等

を目的とする護岸改修を実施する。 

２４年度は，取水口から高瀬川御池橋までの区間において，護岸の補修工事を実施

する。 

                       〔建設局 河川整備課 TEL 222-3591〕 

⑪緑視環境向上プロジェクト                        46,600 

◆桜景観創造プロジェクト                    16,600 

２２年度に実施した桜の樹勢調査に基づき，順次，老朽木を更新する。 

対象地域 第二疏水分線，木屋町通，白川北・南通 

◆市民公募型緑化推進事業                    30,000 

市民との共汗により緑化を行うことで，良好な都市景観の形成，防災機能の向上，

緑を核にした地域コミュニティの形成を図る。２４年度は，２３年度に募集した市

民意見の内容を踏まえ，順次，緑化事業を推進していく。 

                         〔建設局 緑政課 TEL 222-3589〕  
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〔単位：千円〕 

⑫梅小路公園の魅力向上と周辺地域の活性化               30,000 

梅小路公園の新たな公園施設として水族館及び鉄道博物館の整備提案がなされたこ

とを契機に，梅小路公園の魅力向上及び周辺地域の活性化を図るため，以下の事業を

実施する。 

◆梅小路公園の再整備                     11,400 

総合公園である梅小路公園の公園機能の向上及び広域避難場所としての防災機

能充実を図るため，ＪＲ社宅跡地の一部を整備する。 

２４年度は，整備に向けて測量・実施設計を行う。 

  ◆梅小路公園周辺整備事業                    18,600 

    梅小路公園周辺地域における歩行者の回遊性向上と地域活性化を目的として，七

条通（大宮通～ＪＲ高架下）における安心安全な歩道整備を行うため，２４年度は

詳細設計を行う。 

〔建設局 建設企画課 TEL 222-3551〕 

〔建設局 道路環境整備課 TEL 222-3570〕 

〔建設局 緑政課 TEL 222-3589〕 

 

【局配分枠等における主な新規・充実事業（建設局）】 

［新規事業］ 

◇公園緑地ナラ枯れ対策                      10,000 

◇街路樹リフレッシュ計画の策定                  7,500 

◇歩道のユリノキ並木再生（烏丸通）                 7,500 

 

＜産業観光局＞ 

⑬京都観光を支える未来の担い手育成           5,000 

「５０００万人感動都市」を実現し，京都が末永く観光都市としての魅力を維持し

続けるため，京都観光に携わる人材を育成する。２４年度は人材の育成方法等につい

て研究を行ったうえで，研究成果を検証するための試行的なセミナーを実施する。 

  〔産業観光局 観光企画課TEL 222-4130〕 
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〔単位：千円〕 

⑭京都よくばり自転車観光            1,500 

環境共生型都市・京都にふさわしい移動手段であるとともに移動中も風景を楽しめ

るなど，より広く京都の魅力を堪能できる自転車を使った観光を促進するため，ショ

ートムービーを作成し，ホームページへ掲載するなど，情報発信に取り組む。 

  〔産業観光局 観光企画課TEL 222-4130〕 

⑮京都市ＭＩＣＥ戦略推進のための 

 公益財団法人京都文化交流コンベンションビューローの体制強化      17,000 

ＭＩＣＥ（Ｍ:ミーティング Ｉ:インセンティブ Ｃ:コンベンション Ｅ:イベント/

エキジビション）戦略を積極的に推進するため，公益財団法人京都文化交流コンベン

ションビューローの専門的な人材の配置（２名）に対し支援を行う。 

  〔産業観光局 観光振興課TEL 222-4133〕 

⑯木質ペレット需要拡大事業           35,000 

木質ペレットを使用するボイラーやストーブの購入・設置に係る費用を助成し，需

要を拡大させることで，温室効果ガスの削減や，再生可能なエネルギーの活用を図る。 

補助対象 ペレットボイラー 補助率２／３ 補助上限３０，０００千円 

     ペレットストーブ 補助率１／３ 補助上限    ２００千円 

実施期間 平成２４～２７年度 

〔産業観光局 林業振興課TEL 222-3346〕 

 

【局配分枠等における主な新規・充実事業（産業観光局）】 

［新規事業］ 

◇京都どこでもインターネット                    2,380 

◇修学旅行新規校誘致に向けた新たな取組                 6,000 

◇ユニバーサルツーリズム・コンシェルジュ登録制度の創設        5,000 

◇観光案内図板の情報更新（雇用特会）               3,150 

［充実事業］              

◇海外情報発信・収集拠点の運営 

              全体事業費 24,800（うち充実分 6,200） 
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〔単位：千円〕 

◇四季・彩りの森復活プロジェクト 

             全体事業費 41,500（うち，充実分21,500） 

 

＜文化市民局＞ 

○17若手芸術家等の居住・制作・発表の場づくり                15,000 

飛躍する可能性を秘めた若手芸術家等が京都のまちで活動を続けられるよう，既存

の空き家や小学校跡地施設を活用した居住・制作・発表の場づくりを進める。 

〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 

○18映画都市・京都の推進                           2,000 

２３年度の映画都市・京都の推進検討委員会の報告を踏まえ，京都で映画製作活動

を行う若手製作者を支援するための活動拠点及び情報集約施設の在り方について，調

査・検討を行う。 

〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 

○19歴史的資産の保存・活用制度の運用                     7,600 

市民が京都の財産として残したいと思う，“京都を彩る建物や庭園”を公募によりリ

スト化し，市民ぐるみで残そうという気運を高め，様々な活用を進めることなどによ

り，維持・継承を図る。 

〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 761-7799〕 

○20京都会館再整備事業                          341,900 

市民・利用者・専門家の意見を踏まえた京都会館再整備基本計画を２３年度に策定

し，建物価値の継承を検討しつつ，基本設計を実施している。 

２４年度は，第一ホールの解体などを実施するとともに，再整備後の運営の在り方

について検討する。 

〔文化市民局 文化芸術企画課 TEL 366-0033〕 

○21旧三井家下鴨別邸（旧家庭裁判所宿舎）の保存修理・活用        8,200 

２３年６月に国の重要文化財に指定された旧三井家下鴨別邸（旧家庭裁判所宿舎）

の保存と将来的な活用を目的として修理工事を実施する。 

所 在 地 左京区下鴨宮河町 

事業期間 ２４～２７年度 

〔文化市民局 文化財保護課 TEL 761-7799〕 
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〔単位：千円〕 

○22世界遺産条約採択４０周年記念事業                   20,000 

２４年１１月に世界遺産条約採択４０周年記念 終会合（ユネスコ主催）が京都市

で開催されることに伴い，京都府などの関係自治体や商工会議所等と連携し，歴史資

産の視察，文化体験，歓迎レセプション等の事業を実施する。 

〔文化市民局 文化財保護課 TEL 761-7799〕 

○23美術館の在り方検討                           2,000 

京都市美術館が果たすべき役割を明確にし，集客力のある企画展の誘致，文化・交

流の拠点としての機能強化などに取り組むため，現状と課題について分析・検討する。 

〔文化市民局 美術館 TEL 771-4107〕 

○24新「京都市動物園構想」の推進                     781,400 

２１年度策定の共汗でつくる新「京都市動物園構想」に基づき，整備を推進する。 

整備 アフリカの草原，管理棟・病院・救護センター，新「は虫類館」（仮称）， 

東エントランス・ツシマヤマネコ繁殖棟など 

設計 ゴリラ舎，学習施設・レストラン，京都の森 

〔文化市民局 動物園 TEL 771-0210〕 

○25京都アクアリーナ競技大会運営システム改修              130,000 

京都アクアリーナで使用している競技大会運営システムが，老朽化していること，

また，保守サポート体制が終了することに伴い改修を実施する。 

〔文化市民局 スポーツ企画課 TEL 366-0168〕 

○26宝が池公園球技場人工芝張替事業                   148,000 

高い稼働率に伴い，人工芝の摩耗が進んでいることから，全面張替えを行い，市民

のスポーツ環境の充実を図る。 

〔文化市民局 スポーツ企画課 TEL 366-0168〕 

 

【局配分枠等における主な新規・充実事業（文化市民局）】 

［充実事業］ 

◇「二条城展」東京開催      全体事業費 30,000（うち充実分 29,000） 
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〔単位：千円〕 

＜行財政局＞ 

○27芸術大学におけるキャリアアップセンター（仮称）の設置      11,000 

就職支援や芸術家になるためのキャリア形成を行うため，教員，同窓会等と連携の

下，新たにキャリアアップセンター（仮称）を設置し，学生だけでなく卒業生も対象

に，一人ひとりの状況に応じた継続的かつ体系的な支援体制を確立する。 

主な取組  

キャリアアップアドバイザーの配置，就職支援員の配置 など 

〔行財政局 芸術大学教務学生支援室 TEL 334-2210〕 

 

【局配分枠等における主な新規・充実事業（行財政局）】 

［新規事業］ 

◇（芸術大学）音楽学部６０周年記念事業               3,600 

 

 

＜総合企画局＞ 

○28下京区西部エリアの活性化を目指す産・学・公・地域連携検討会議の設置 

2,000 

新たな京都の魅力づくりを目指して，梅小路公園をはじめ，京都リサーチパーク，

中央卸売市場第一市場，商店街，文化・観光施設，大学などが集積する下京区西部エ

リアの活性化を目的とした将来構想の策定に向け，地域の施設や団体，事業者，学識

経験者，行政等が参画する，産・学・公・地域連携の検討会議を設置する。検討会議

において，勉強会やワークショップ等を開催し，地域資源やポテンシャル，民間活力

を活かした地域活性化のためのアイデアなどを広く検討するとともに，関係者による

機運の醸成を図る。 

                     〔総合企画局 政策企画室 TEL 222-3035〕 

○29神宮道を楽しく歩ける空間とする社会実験                10,000 

岡崎地域の新たな賑わいを創出するため，官民地域連携のエリアマネジメント組織

「京都岡崎魅力づくり推進協議会」を中心に，神宮道や沿道の公園・緑地等に岡崎地

域活性化ビジョンに掲げる将来像や方策を具体化した憩いと賑わいの空間（オープン

カフェ，屋外アート等）を創出する社会実験を実施し，効果や課題を検証する。 

〔総合企画局 市民協働政策推進室 TEL 222-4178〕 



（３ 環境にやさしい循環型社会，暮らしに息づく文化芸術など，京都ならではの地域

の魅力の向上） 
 

〔単位：千円〕 

○30姉妹都市青少年交流会議の開催                     7,500 

姉妹都市９都市から高校生を招待し，京都の高校生とともに，「環境」をテーマに，

各都市相互の違いを超えた環境保全への協働，地球環境のあり方などについて，ワー

クショップや意見交換を行うほか，ホームステイや交流会を通じて，相互理解を深め

る。 

〔総合企画局 国際化推進室 TEL 222-3072〕 

 


